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本日のセッション

2

実証分析における個票データの利用が進んできている中で、日本
においてどのように個票データを申請し利用するか？

◆政府統計の調査票情報の利用に注目
サンプルサイズも大きく、回収率も高い
→申請書類の準備など、手続きが大変というイメージ

◆総務省における申請を例として紹介
他省庁でも同様の議論が当てはまる（様式等は微妙に違う）

本日のセッションの準備にあたっては、総務省行政管理局の川瀬
仁志様と、総務省統計局の大浦修様にご協力いただきました。

※より詳細な内容については各省庁における「調査票情報の提供に関する利用の手引き」をご確認ください。



自己紹介
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これまで総務省、厚生労働省や経済産業省の統計の申請を経験

◆国勢調査、人口動態調査、経済センサス、企業活動基本調査、
社会福祉施設等調査、賃金構造基本統計調査など

常々感じていたこと．．．

◆なぜたくさんの書類を細かく準備しなければならないのか？

◆どうしてこんなに修正依頼がくるのか？

→それぞれの書類の意味、審査の方法や書類の管理など、統計担
当の窓口と研究者の間の前提知識や理解に差がある

→少しでもその差を埋めることで、お互いのストレスを減らすこ
とができるのでは？



政府統計の利用
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政府統計は、国の行政機関・地方公共団体などが作成する統計

• 政策決定や景況判断など様々な意思決定に使われる重要な情報基盤

• 政策利用だけでなく、研究者による学術的利用もすすんでいる

政府統計の種類

基幹統計調査

• 国勢調査など総務大臣が指定する特に重要な統計

• 報告拒否や虚偽の報告に対する罰金規定もある

• 今年度は「国勢調査」が実施予定

• https://www.stat.go.jp/teacher/naikakufu.html

一般統計調査

• 国の行政機関が行う「基幹統計」以外の統計調査

https://www.stat.go.jp/teacher/naikakufu.html


どのような種類の統計があるか？
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基幹・一般統計にどのような種類があるかは、各省庁のHPにア
クセスすればわかる

• 総務省
https://www.stat.go.jp/

• 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/

• 文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.ht
m

• 農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kensaku/50o
n.html

などなど

https://www.stat.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.htm
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kensaku/50on.html


集計結果の利用
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政府統計の結果はどこで見ることができる？

統計法で定められた政府統計は、e-Statというサイトで結果を見
ることができる

https://www.e-stat.go.jp/

e-Statでは・・・

• 関心のある統計の集計されたデータをダウンロードするこ
とができる

• このとき、API機能を使うことでより効率的にデータを収
集、整理と加工することができる

個票データの利用はできるのか？
→YES：調査票情報（個票データ）の利用申請が可能

https://www.e-stat.go.jp/
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調査票情報利用までのフロー
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研究計画を考え使いたい

政府統計を決める

個票データは

使える？

No

手元にデータが

必要？

Yes

集計データを利用 or 

個票が整備されるのを待つ

申 請 資 格 は

ある？

Yes

No
統計法第３３条の２による

オンサイト施設でのデータ利用

統計法第３３条第１項第２号による

磁気記録提供でのデータ利用

Yes



調査票情報利用までのフロー：どのデータが使えるのか？
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研究計画を考え使いたい

政府統計を決める

個票データは

使える？

No

手元にデータが

必要？

Yes

集計データを利用 or 

個票が整備されるのを待つ

申 請 資 格 は

ある？

Yes

No
統計法第３３条の２による

オンサイト施設でのデータ利用

統計法第３３条第１項第２号による

磁気記録提供でのデータ利用

Yes



利用可能な調査票情報は？
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オンサイト利用と磁気媒体による提供それぞれについて、現在利
用可能な調査票情報は以下のサイトから知ることができる：

https://www.e-stat.go.jp/microdata/data-use

ページ下部にある「調査票情報の利用」
をクリック

https://www.e-stat.go.jp/microdata/
https://www.e-stat.go.jp/microdata/data-use


利用可能な個票は？
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下記のように利用できるデータと担当窓口がまとめられている

ここにないデータについては個別に相談してみて下さい！

※上の図は利用可能なデータリストの一部です。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000617930.pdf


調査票情報利用までのフロー：どのデータが使えるのか？
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研究計画を考え使いたい

政府統計を決める

個票データは

使える？

No

手元にデータが

必要？

Yes

集計データを利用 or 

個票が整備されるのを待つ

申 請 資 格 は

ある？

Yes

No
統計法第３３条の２による

オンサイト施設でのデータ利用

統計法第３３条第１項第２号による

磁気記録提供でのデータ利用

Yes



誰が調査票情報を使えるのか？：法的整理
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統計法で定められる目的外利用

1. 第３３条第１項第１号（１号申請）
行政機関等その他これに準ずる者
→各省庁、地方自治体など

2. 第３３条第１項第２号（２号申請）
・公的機関などが委託又は共同して調査研究を行う者
・上記と同等の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定める者
→公的機関等が公募の方法により補助する調査研究を行う者
（統計法施行規則 第１１条第１項第２号）
→要するに、科研費のこと

3. 第３３条の２（オンサイト利用←令和元年より新設）
・相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者
→大学等に所属する教員が行う調査研究（公益社団・財団法人も含む）



申請方法別の利用方法

14

統計法で定められる目的外利用

1. 第３３条第１項第１号（１号申請）
磁気記録の提供・オンサイト利用

2. 第３３条第１項第２号（２号申請）
磁気記録の提供・オンサイト利用

3. 第３３条の２（オンサイト利用←令和元年より新設）
オンサイト利用



２号申請で新たに明記された規則
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２号申請の際に必要とされる要件が、令和元年の法改正に伴う施
行規則の改定で追加されている（施行規則 第４２条第３号）

物理的管理措置

• 調査票情報を取り扱う区域として指定された区域への立ち入りの制限および当
該区域の状況の常時監視をするための措置
→個室の研究室の必要性

技術的管理措置

• 調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正
アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること
→スタンドアローン端末の使用など



２号申請で新たに明記された規則
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２号申請の際に必要とされる要件が、令和元年の法改正に伴う施
行規則の改定で追加されている（施行規則 第４２条第３号）

その他の管理措置（重要）

• 調査票情報の提供を受けた者が、調査票情報の適正管理に関して相当の経験を

有するか又はそれと同等以上の能力を備えること

→以下の経験などが考慮される

・過去に２号申請をし、調査票情報の利用及び管理をしたことがある

・オンサイトによる調査票情報の利用をしたことがある

・調査票情報に準する業務統計などの利用及び管理をしたことがある

※はじめは２号申請の利用歴を求められますが、なくても何らかのデータ管理
の経験が認められる場合があります。すぐに引き下がらずに、とりあえず担当
の方に相談することが重要！！

• 調査票情報に係る管理簿を整備すること



調査票情報利用までのフロー：どのデータが使えるのか？
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研究計画を考え使いたい

政府統計を決める

個票データは

使える？

No

手元にデータが

必要？

Yes

集計データを利用 or 

個票が整備されるのを待つ

申 請 資 格 は

ある？

Yes

No
統計法第３３条の２による

オンサイト施設でのデータ利用

統計法第３３条第１項第２号による

磁気記録提供でのデータ利用

Yes



手元にデータが必要か？
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研究者が政府統計の調査票情報を使う方法は主に以下の２つ：

1. 磁気媒体による提供
各省庁にあるデータベースから申請したデータを抜き出して、
DVDなどの磁気媒体に保存したものを利用

2. オンサイト利用
データが保存されているサーバーに、オンサイト施設からア
クセスして利用



調査票情報利用までのフロー：どのデータが使えるのか？
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研究計画を考え使いたい

政府統計を決める

個票データは

使える？

No

手元にデータが

必要？

Yes

集計データを利用 or 

個票が整備されるのを待つ

申 請 資 格 は

ある？

Yes

No
統計法第３３条の２による

オンサイト施設でのデータ利用

統計法第３３条第１項第２号による

磁気記録提供でのデータ利用

Yes



申請書類の作成（総務省の例）
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２号申請に必要は基本的提出書類は下記の通り：

01-1.申出書

01-2.申出書別紙

02.調査票情報に係る管理簿

03.別添1-1利用する調査事項

04.別添2-1研究概要

04.別添2-2集計様式

05.依頼書

06.誓約書

07.室内図

08.科研費に関する書類

※他省庁だと少し違いますが、基本的な構成は大きくは変わりません

統一的な番号で管理して
おくと、書類の準備と審
査の時に便利



申出書
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文書番号が無い場合は消す

研究科長、代表者などのお名前



申出所別紙１ページ目

22

必要な情報を記入し
ていく。ここは簡単。



申出所別紙２ページ目
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利用したい統計の名前、年次、
地域や属性範囲を記載する

その統計の中で利用する変数を
絞り込み、記載する必要がある。
ここに記入すると大変なので、
「別添」で対応すると良い

研究者の場合は2号申請。施行
規則第11条第1項第2号での申
請になる。



申出所別紙 ３ページ目
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科研費の題目などを記入。

科研費の内容に沿って、当該政府統計を利
用する必要性を記入。

分析の内容、必要な変数と分析結果の出力
イメージを書く欄。ここに記入すると大変
なので、「別添」で対応。

いつまでデータを使いたいのかを書く欄。
科研費の最終年度を書くことが多い。

※科研費の書類に、使いたい統計の名前と
調査票情報を利用する旨を記載しておくと
審査がスムースです！！



申出所別紙 ４ページ目
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どのように成果を公表するかを記入。

投稿したいジャーナルの名前や、DP
の名前を書く。

統計によっては担当窓口から指示が
あるのでそれに従ってください。

利用する場所を記入。



申出所別紙 ５ページ目
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適正管理措置に関する記入。

管理可能な実態に合わせて、例とし
て適宜真似をしてください。担当窓
口から指示があるのでそれに従って
ください。

利用者の情報を記入してください。
申請者以外の人もここに名前がある
人は論文の執筆やデータ解析ができ
ます。



申出所別紙 ６ページ目（最終頁）
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希望する提供媒体と、提供方法を選
択してください。



調査票情報に係る管理簿
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↓のような様式があるので、それに従って記入してください



別添1-1利用する調査事項

29

２号申請では、提供は必要最小限な変数に限られます。分析で使
用したい変数を列挙していきます。審査の際にどの変数を使うの
かわかるように書いていく必要があります。

ポイント

◆統計によっては利用可能な変数リストが作られています。ま
ずはそのリストがあるか確認し、ある場合はそれを使います。

◆ない場合はリストを作成する必要があります。変数名は以下
の順で参考にしていきます：

1. 符号表がある場合は、符号表の変数名を書く
https://www.e-stat.go.jp/microdata/data-use/on-site に符号表がアップロードされている場合もあります

2. 符号表がない場合は、各統計のHPから調査事項の名前を利用
する

3. それも無い場合は、可能な限り調査票の文言に近い形で変数
をリストアップする

https://www.e-stat.go.jp/microdata/data-use/on-site


別添1-1利用する調査事項：符号表の例

30



別添1-1利用する調査事項：調査事項の例

31



別添２－１研究概要

32

申請した統計を使って実際に行う研究内容を書きます。具体的に
は分析の目的や、どの変数を用いてどのような解析を行うかを記
入します。審査の際に、当該統計を使ってその分析を実際にでき
るかなどが審査されます。

ポイント

◆審査する人は統計的な知識はありますが、専門的な内容まで
すべて知っているわけではありません。審査しやすいように、
内容を分かりやすく書くと審査が早く進みます。

◆リストアップした調査事項がその研究内容でどのように使わ
れるかも審査されます。利用する調査事項と整合的かつ漏れ
がないように書いていきます。



別添２－２集計様式

33

申請した統計を使った分析の結果を、どのように出力・公表する
かを書きます。完璧である必要はありませんが、どのような集計
になるのかわかるように作成していきます。



別添２－２集計様式
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申請した統計を使った分析の結果を、どのように出力・公表する
かを書きます。完璧である必要はありませんが、どのような集計
になるのかわかるように作成していきます。



依頼書・誓約書・室内図
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依頼書、申請書にはそれぞれの様式に氏名などの必要事項を記入
するだけです。室内図は下記のような図を送付するか、研究室の
概要をエクセルなどで作成してください。



依頼書・誓約書・室内図
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依頼書、申請書にはそれぞれの様式に氏名などの必要事項を記入
するだけです。室内図は下記のような図を送付するか、研究室の
間取りをエクセルなどで作成してください。



書類作成の際のポイント

37

書類を作成したら、各省庁に事前審査をお願いします。ここで書
類の修正などのやり取りが何回か発生します。ここでのやり取り
をスムースにするために以下の方法をおススメします。

1. 書類に番号を付けて管理する



書類作成の際のポイント
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書類を作成したら、各省庁に事前審査をお願いします。ここで書
類の修正などのやり取りが何回か発生します。ここでのやり取り
をスムースにするために以下の方法をおススメします。

2. 各省庁とのやり取りがあるたびに、フォルダをわけて整理



書類作成の際のポイント
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書類を作成したら、各省庁に事前審査をお願いします。ここで書
類の修正などのやり取りが何回か発生します。ここでのやり取り
をスムースにするために以下の方法をおススメします。

3. 校閲機能を使って、修正依頼が来たら承諾し返送する

修正やコメントが来た点については、対応し承諾し
ていくとわかりやすい。審査の際にどこに対応する
必要があるかがすぐわかるため。



審査＆データの提供

40

書類を作成したらいよいよ事前審査です。事前審査では以下のよ
うな形で何度か修正を繰り返します。

研究者

担当省庁の窓口

各統計の担当

申請書類一式の提出

チェック

問題アリ

修正依頼

問題ナシ

チェック

問題アリ

問題ナシ
本申請へ（押印した書類を郵送、２週間前後でデータが到着）

申請書類はそろっているか？
申請資格はあるか？
申請書類に必要事項が記入されているか？

当該統計は研究内容に適しているか？
利用項目は研究内容と整合的か？
公表可能な集計様式か？

このやり取りをどれだけ減らせるかが、早く申請
作業を終えるために重要。窓口の人や統計担当の
人はアドバイスをくれるので、相談して下さい。



申請作業後の流れ
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申請作業を終えデータが提供されたら分析ができます。またデー
タの提供に伴い、提供された研究者の氏名と研究概要が公表され
ます。

分析期間終了後の流れ

◆データを返却します。期限までに返却がされないと、その遅
延期間分だけデータの申請ができなくなります。

◆利用報告書・成果物を提出します。提出した成果は公表され
ます（一定期間成果を公表しないようにお願いすることも可
能です）。

制度の存続のためにも、ルールを遵守して利用することが重要。
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１．本日の内容

２．統計法33条による利用申請

３．提供データの読み込み

４．オンサイト利用



提供されたデータの利用

43

提供されたデータは多くの場合、「固定長データ」という形式に
なっている。

→「位置」と「桁数」が決まっていて、それを指定してデータを
読み込む。

データと一緒に左図のような符号表が
提供される。符号表にある「位置」と
「バイト」の情報から各変数を特定し
てデータを読み込んでいく。

これが結構大変！！



固定長データの読み込みプログラムの作成：glmice
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固定長データの読み込み等をするdo-fileを作成してくれるアプリ
ケーションを鳥谷部貴大氏（東京大学）が開発！！

詳しくはCREPEのHPにリンクが掲載されている

http://www.crepe.e.u-tokyo.ac.jp/material.html


固定長データの読み込みプログラムの作成：glmice
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CREPEのHPからリンクをク
リックすると、glmiceのペー
ジに。使い方がアニメーション
と一緒にわかりやすく記載され
ています。

提供された符号表をアプリに入れるだ
けで以下のプログラムができる！！
• 固定長データの読み込み
• 符号表にある変数名をつける
• 変数にラベルを付ける
• 変数に値ラベルを付ける
• 変数の定義通りにデータが読み込まれて
いるかをチェック

などなど

※符号表の種類など場合によってはきれいに読み
込まれない可能性もあります。
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１．本日の内容

２．統計法33条による利用申請

３．提供データの読み込み

４．オンサイト利用



オンサイト利用について
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これまでは、磁気媒体の提供という従来通りの申請方法について
説明してきた。ここでは、昨年に新たに制度化されたオンサイト
使用について紹介。

オンサイト利用とは？

総務省資料より



オンサイト利用について
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オンサイト利用とは？

オンサイト施設に行って、専用の端末から調査票情報を用いた分
析ができる制度（手数料がかかります）。

• 利用する変数の選択や集計様式を事
前に作成する必要がない

→審査が早い＆探索的分析が可能

• 科研費を持っていなくても利用する
ことができる

• 分析用の端末を用意する必要がない

• 利用可能になっていないデータもい
くつかある

• オンサイト施設に行かないとデータ
を触ることができない

• 分析結果の取り出しに審査が必要

• データが手元に来ないので、利用さ
れる端末のスペックが限られる

メリット デメリット



オンサイト利用について
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現在オンサイト利用可能な統計は、miripoにまとめられている。

https://www.e-stat.go.jp/microdata/data-use/on-site

ポイント

積極的に利用していくことで、以下のような利点が！

◆どのデータが利用されやすいのかがわかり、そうしたデータ
の利用可能性から上げていくことができる

◆分析結果の審査に関するノウハウが蓄積することで、審査ス
ピードも上がっていく

大学にも施設を設置することが可能！

→詳しくはこちらを参照のうえ、統計データ利活用センターにご
相談下さい。

https://www.e-stat.go.jp/microdata/data-use/on-site
https://www.e-stat.go.jp/microdata/sites/default/files/share/data-use/onsite_intro.pdf
https://www.stat.go.jp/rikatsuyou/


ご清聴ありがとうございました！！


